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第２章 彦根城本丸会館建設 

1. 御殿の様⼦ 
 彦根城には本丸御殿というものはありません。名古屋城にはかつて名古屋城の本丸には、

天守閣の南側に本丸御殿がありました。震災で壊れましたが熊本城にもありました。彦根城

本館建設は滋賀県が計画をしています。この本丸御殿は、近世城郭御殿の最高傑作と言われ

国宝に指定されていた建物で、現在、国宝になっている京都二条城の二の丸御殿と並ぶ武家

風書院造の双璧と言われていました。 

 

 
名古屋城 

 

一方名古屋城は勇壮な天守閣と優美な御殿が並び建つことで、名古屋城は城郭建築とし

ての風格を形成しており、1930 年(昭和 5年)に国宝に指定されましたが、1945 年(昭和 20

年)5 月、空襲により天守閣、本丸御殿ともに焼失してしまいました。戦後の復興にともな

い、1959 年(昭和 34 年)に天守閣は再建されました。本丸御殿についても、江戸時代の文

献のほか、多くの写真、実測図が残されており、在りし日の姿を忠実に蘇らせることが可

能であり、2009 年（平成 21 年）1月に復元に着手し、2018 年（平成 30 年）6月に完成公

開しました。 
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名古屋城本丸御殿 

 

 戦災により消失し、平成 21 年から復元工事が始まった本丸御殿が、いよいよ完成公開を

迎える。江戸幕府将軍が宿泊するために建造された最も豪華絢爛な「上洛殿」や「湯殿書院」

などを公開。 

 

熊本城の本丸御殿は加藤清正によって創建され、行政の場、生活空間として利用されてい

ましたが 1877 年（明治 10 年）の西南戦争で焼失しました。2003 年（平成 15 年）の秋か

らはじまった復元工事によって、大広間（対面所）、数寄屋（茶室）、大台所、そして

「昭君之間」が創建時の様相を取り戻しています。 
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【参考】熊本城 表御殿(おもてごてん)の建物構成   

 表御殿は、大きく「表向き」と「奥向き」に分けられます。    

 表向きは、玄関棟、御広間(おんひろま)棟、御書院(ごしょいん)棟、笹之間(ささのま)棟、

表御座之間(おもてござのま)棟、台所棟など大きく 6棟のまとまりに区分され、これらはさ

らに数室の部屋から構成されていました。奥向きのほぼ 2倍の面積を有しており、公的行事

や藩政実務が行われた空間でした。    

 一方、奥向きは藩主の私的な生活空間として設けられていました。基本的に、江戸城本丸

御殿における大奥(おおおく)のような 3 つの機能をもった空間、つまり藩主の居間の機能

をもつ「御殿向(ごてんむき)」、奥向きでの役務を管理する役人や御殿女中の詰所と奥向き

台所のある「御広敷(おんひろしき)」、御殿女中の居間・寝所にあたる「長局(ながつぼね)」

などに分かれていました。一歩奥向きに入ると、そこは藩主のくつろぎの空間であり、表向

きとは往来が厳しく制限されていました。   

日本の多くの城では本丸御殿は歴史博物館になっています。   

 彦根市の市政 50 周年を記念し、1987 年（昭和 62 年）2月 12 日に開館した博物館です。 

 当職も震災前の熊本城の本丸御殿を見学しましたが、それは素晴らしものでした。名古屋

城の本丸御殿よりずっと素晴らしいものだと思われました。   

 当館の開設に伴って、井伊美術館は 1986 年（昭和 61 年）11 月 30 日に閉館し、収蔵品を

彦根市に寄贈することになった。    

 そのため、当館は開館時点で約 2万点の美術品や歴史資料など収蔵・展示する博物館とし

て開館することになりました。 しかし震災の影響で大打撃を受けました。   

 当館の敷地は江戸時代の彦根藩の政庁で明治時代に取り壊された彦根城の表御殿跡であ

ることから、その遺構の保存と歴史博物館建設を巡る論争があり、1983 年（昭和 58 年）9

月から発掘の予備調査が行われた。この予備調査は同年 12 月に米蔵の石組みなど発掘され]、

翌年の 1984 年（昭和 59 年）に全面的な発掘調査を実施することになった。    

全面的な発掘調査により彦根城表御殿は古絵図と一致することが遺構として確認され、能舞

台遺構でプール状になった共鳴箱を確認するなどの成果を得て同年 9月に終了した。    

 こうした調査などを踏まえて、当館の建設の是非が議論され、1984 年（昭和 59 年）11 月

24 日に文化財保護審議会で表御殿跡地への当館建設が承認された。建物は事業費約 27 億円

を投じ、当地に彦根城の表御殿を古絵図などから復元したものである。また、能舞台は岩手

県から当地に約 110 年ぶりに再移築して復元したもので、1987 年（昭和 62 年）2 月 8 日の

完成式典で能舞台開きが行われた。と表御殿は 名古屋城の物で彦根城も同様のものになる

のであろうと筆者は予想しています。   
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出典 滋賀県観光パンフレット 

 

 しかし熊本城のように１か所に集中した施設ではなく、たこ足の美術館である。 

そこで彦根市では、本丸玄関はじめ各種の施設を天守の近くに集中させて外国や国内からの

見学者に耐えうるように建設の計画を立案することにした。天守の近くに建設するように建

てた方がよいという意見が占めた。  

 設計は京都大学の城郭専門の先生に依頼した。筆者の独断と偏見では熊本城の本丸御殿が

よいと考えた。と同時に琵琶湖料理を専門に食べられるレストランも隣接して建設されるべ

きとの意見が多数を占めた。 

とりわけ滋賀県では外婚人実習生を知事の方針で多数受け入れることにしていたので次の

職種の受け入れが決まったのである。   

 以下ここからは行政書士の問題となるので行政書士の資格を持っている桜井先生にお話

をしてもらいましょう。行政書士の話はそんなに専門的なところが多くないのでよく理解で

きると思います。   

 

２.	 建設関係の在留資格（22 職種 33 作業） 

職種名 作業名 

さく井 
パーカッション式さく井工事作業 

ロータリー式さく井工事作業 

建築板金 ダクト板金作業 
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職種名 作業名 

内外装板金作業 

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 

建具製作 木製建具手加工作業 

建築大工 大工工事作業 

型枠施工 型枠工事作業 

鉄筋施工 鉄筋組立て作業 

とび とび作業 

石材施工 
石材加工作業 

石張り作業 

タイル張り タイル張り作業 

かわらぶき かわらぶき作業 

左官 左官作業 

配管 
建築配管作業 

プラント配管作業 

熱絶縁施工 保温保冷工事作業 

内装仕上げ施工 

プラスチック系床仕上げ工事作業 

カーペット系床仕上げ工事作業 

鋼製下地工事作業 

ボード仕上げ工事作業 

カーテン工事作業 

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業 

防水施工 シーリング防水工事作業 

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 

ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業 

表装 壁装作業 

建設機械施工※ 

押土・整地作業 

積込み作業 

掘削作業 

締固め作業 

築炉 築炉作業 



© 2021 ⽊全美千男 

 6 

 以上が建設関係の在留資格です。   

実習生を多く使うことによって本丸御殿を世界にアピールしようと考えたからです。   

 実習生の受け入れには時間が必要です。特に建設の場合技能の習熟に時間かけて練達させ

ることが実習の意義を高めることになるからです。 

 ところで「在留資格」とは、外国人が日本に滞在できることを示す資格をいいます。  

「在留資格」なく日本に滞在し続けている外国人は、「不法滞在」といって、入管法違反の

犯罪行為となります。したがって、外国人雇用をする際には、まず、採用を考えている外国

人が、適法な「在留資格を有しているかどうかを確認しなければなりません。  

「在留資格」にはそれぞれ期限があり、一旦は「在留資格」を取得して入国したとしても、

期限切れとなった場合には役に立ちません。この場合「不法滞留（オーバーステイ）という、

入管法違反の犯罪行為ですので、注意が必要です。  

「在留資格」は、「出入国管理及び難民認定法」（入管法）、という法律にルールが定められ

ており、現在では 27 種類の「在留資格」が認められています。   

2.1 在留資格の確認⽅法 

「在留資格」を確認するためには、次のような方法によることとなります。 

 

2.1.1 在留カード 
 日本に滞在することのできる外国人に発行されるのが「在留カード」です。日本に滞在し

ている外国人にとって、最重要の身分証です。「在留カード」には、氏名、生年月日、国籍

などとともに、在留資格・在留期限が記載されます。在留カードは，新規の上陸許可，在留

資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長

期間在留する者（中長期在留者）に対して交付されます。したがって，法務大臣が我が国に

中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明す

る「証明書」としての性格を有するとともに，上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付

される在留カードは，従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為

■在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格     

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、 

人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、特定活動    

■就労が認められない在留資格     

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在    

■就労活動に制限がない在留資格   

永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者なお、これらの「在留資格」のいずれに

も該当しない場合には、90 日を超えて日本に滞在することは認められません。   
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となるため「許可証」としての性格を有しています。 

 

 

表⾯ 

 

2.1.2 旅券（パスポート） 
パスポートにもまた、日本に上陸したときの上陸許可印が押してあり、ここには、上陸時点

の「在留資格」が記載されます。ただし、その後「在留資格」が変更となっている場合に備

えて、「在留カード」を確認しておくという対応を原則と考えておくべきでしょう。 

 

2.1.3 就労資格証明書 
外国人本人が、就労を認められている内容を証するために、「就労資格証明書」の発行を申

請していた場合には、「就労資格証明書」を提示させることによっても、「在留資格」と在留

期限を確認できます。 

  

2.2 資格外許可について 

 「在留資格」を確認したところ、既に解説した一覧の中での「就労が認められない在留資

格」であったとしても、「資格外許可」を得ている場合には、例外的に就労が可能なケース

があります。例えば、「留学」の在留資格で日本に滞在している留学生がアルバイトをする

といったケースです。ただし、「資格外許可」には上限時間や業種などの制限がありますか

ら、「資格外許可」を得ているかどうかを確認しておかなければなりません。次に、実際に

外国人を雇用する際の、具体的な手続きについて解説します外国人を雇用するときは、日本

人とは異なった届出書類が必要なケースがあります。また、外国人労働者が離職するときは、

その氏名と「在留資格」などを、ハローワークに届出なければなりません。 
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2.2.1 雇⽤保険の対象となる場合 
 雇用する外国人労働者が、雇用保険の対象となる場合には、「雇用保険被保険者資格取得

届」を提出することとなります。この際、喪失届の備考欄に、次の事項を記載して提出する

ようにします。 

 

⑴ 在留資格 

⑵ 在留期限 

⑶ 国籍   



© 2021 ⽊全美千男 

 9 

2.2.2 雇⽤保険の対象とならない場合 
 雇用する外国人労働者が、雇用保険の対象とならない場合には、雇入れ、離職の翌月末日

までに、管轄のハローワークへ、「外国人雇用状況届出書」を提出します。また、あわせて

次の書類を添付書類として提出します。 

 

2.3 外国⼈雇⽤の注意すべきポイント 

2.3.1 労働条件を理解させる 
 日本で滞在し、就労を考えている外国人が、みんな日本語が流暢なわけではありません。

外国人の語学力にはそれぞれ差があり、流暢に日本語を話していたとしても、文字をあまり

理解していないという外国人もいます。そのため、入社時の説明を慎重に行わなければ、重

要な労働条件について理解せずに入社してしまい、事後にトラブルの種となるおそれがあり

ます。外国語の「労働条件通知書」を準備することによって、説明不十分な点を少しでもな

くす努力をしておきましょう。国によっては我が国にいても自国で行動するような振る舞い

をする者もいるので、あらかじめ特徴を仕入れておきましょう。 

 

2.3.2 ⽇本特有の制度を理解させる 
 日本特有の制度や、母国にはあって日本にはない慣習などについて、「当然の前提」とし

て説明を省略すると、外国人労働者との認識のギャップが生じるおそれがあります。特に、

日本の裁判所で形成された判例法理には、外国人が理解しづらいものも含まれていますので、

チェックリストなどにしてわかりやすく説明するとよいでしょう。経営者が注意しなければ

ならない、日本特有の制度や判例法理として、特に注意が必要なのは、たとえば次のような

ものです。 

 
日本人でも理解しがたい部分について、より一層の配慮が必要なことは当然です。 

ハローワークに相談しましょう。 
 
2.3.3 社会保険に加⼊させるべきか？ 
 法律だから入れと言うのは、下手な説得の仕方です。幼稚園並みの説得方法です。 

⑴ 外国人登録証明書またはパスポート   

⑵ 資格外活動許可証または就労資格証明書  

⑴ 長期雇用慣行、年功序列   

⑵ 解雇権濫用法理   
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社労士や公務員の中にも説得下手がいます。利益があることを言う必要があります。社会保

険への加入は、正社員ではない場合には、「常用雇用」といえるかどうかによって判断され

ます。そして、適用事業所で「常用雇用」する場合には、日本人であっても外国人であって

も変わらず、社会保険に加入させる必要があります。しかしながら、日本に滞在し、就労を

希望する外国人が、みんな長期的な雇用を希望しているわけではありません。「保険料の自

己負担分を引かれるくらいなら社会保険に加入したくない。」という希望を持つ外国人も少

なくありません。このような場合であっても、「常用雇用」といえる要件にあたる場合には、

会社はその外国人を社会保険に加入させる必要がありますので、社会保険制度について、丁

寧な説明と理解が必要となります。実際に外国人労働者を説得するのに苦労します。外国人

に対しても安心して技能実習に取り組んでもらうために、各種保険制度に加入しなければな

りません。外国人技能実習生を受け入れたいと考えていても、日本人の従業員が誰一人、保

険加入にしていない場合には、受け入れることができませんので注意が必要です。   

 また保険への加入は、労働基準法や入管法によって定められていることですから、必ず加

入しておかねばなりません。保険加入してない場合には、受け入れ停止処分を受けることに

なり、技能実習生も強制帰国となってしまいます。雇用保険・健康保険は、外国人技能実習

生を受け入れるための大事な制度ですから、十分に理解するようにしましょう。   

 
2.3.4 不法就労 
 現在、日本には「在留資格」を越えて滞在している不法在留者が増加しているといわれて

います。不法在留者の多くが日本で仕事をしていて、すなわち、「不法就労」もまた増加し

ているというわけです。「不法就労」には、次のような事情があります。 

 

 「不法就労」の外国人を雇用している会社側にも責任があります。「不法就労」と知りな

がら雇い続けた場合、「3 年以下の懲役、若しくは 300 万円以下の罰金」という刑事罰が科

されるおそれがあります。会社が不法就労させている場合、所轄の警官と入管の職員数人が

突然がさが入ることがあります。  「不法就労」が発覚した外国人には、ただちに「出勤停

止命令」を下した上で、新たな「在留資格」を取得するなど「不法就労」を是正できない場

合には、解雇せざるをえないでしょう。「技能実習制度」とは、外国人の人材育成、技能・

技術の実習を目的とした制度です。  しかしながら、「開発途上国支援」などを目的とした

制度であるにもかかわらず、「安価な労働力の酷使」という誤った目的のために外国人を長

⑴ 不法に入国して就労している外国人 

⑵ 在留資格に定められた活動範囲を超えて就労している外国人 

⑶ 定められた在留期間を越えて就労している外国人 

⑶ 解雇権濫用法理   
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時間労働に従事させ、賃金を支払わないといった問題が生じていました。  このような問題

に対処するために、平成 22 年 7 月には制度となり、技能実習生の法的地位の安定と、入国

1年目からの労働基準法、最低賃金法の適用が定められることとなりました。  新しい制度

の下では、以前のような外国人労働力の酷使は、厳しい処分が下ることが予想されますから、

制度趣旨に合った適切な利用が望まれます。   

 

2.4 外国⼈雇⽤のまとめ 

 現在年々増えている外国人労働力を活用して、会社経営をより活性化させるためのポイン

トについて、簡単に解説しました。「安価な単純労働力」といった意味で外国人労働者を雇

用することは、思わぬリスクを抱え込むこととなり、オススメできません。   

 御社の発展のために、積極的に外国人労働者を活用するために、基本的な知識をきちんと

理解するようにしてください。   

 

2.4.1 不法就労をしない・させないために、何を確認すればよいか 
不法就労者を出さないために、外国人を雇うときに確認すべきことは次のとおりです。 

⑴ 不法滞在者が働くことがないように 
 外国人の「在留カード」を見て、在留資格、在留期間（満了日）を確認します。   

もし「在留カード」を持っていません」ということなら「在留資格が無い」可能性があり

ます。  満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。「有効期限の切れた運

転免許証」と同じで、許可された在留資格の期限が過ぎていて、無効になっています。   

 

⑵ 働くことのできない外国人（就労不可の外国人）が働くことのないように 

 留学生をアルバイトで雇うときに行う確認です。   

 留学生や家族滞在の外国人の在留カードの在留資格欄には「就労制限の有無就労不可」と

書かれています。裏面の資格外活動許可欄に「許可：原則週２８時間以内・風俗営業等の従

事を除く」と書かれていれば、アルバイトが可能です。   

 もし書かれていなければ入国管理局の許可を得るまで、アルバイトはできません。  ま

た、観光目的で来日中の外国人（在留カードを持たない「短期滞在」の外国人）は、日本で

働くことはできません。  。   

 

⑶ 「現在の在留資格で認められた範囲」を超えて働くことのないように。 

 「入国管理局が認めている範囲を超えて働く」ことがないようにすることです。   

次のようなケースを出さない、ということです。   
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l 技術・人文知識・国際業務」の外国人を、工場で単純労働的な業務に従事させる。   

（「技術・人文・国際」は、いわゆる単純労働に就くことを認めていません） 

l 資格外活動の許可を得ている留学生が、週２８時間を超えて働く    

（法律の上限を超えてオーバーワークしている）    

 

一人で考えてわからないときは、入国管理局や入管インフォメーションセンターなどに問合

せ・相談するのが賢明です。   

 

 えなは税理士の資格持っていたので、行政書士会に出向いて行政書士の資格を取得してき

た。税理士なら簡単に行政書士に登録できるのです。 

 

⑷ 外国人雇用状況届出とは 

 事業主の協力に基づき、個々の事業所における外国人労働者の雇用状況を把握し、外国人

労働者の雇用の安定を含めた地域の労動力需な調整及び外国人労働者に対する適切な雇用

管理の促進を図ることを目的としたものです。 

 

 

３.	 琵琶湖料理について 

 彦根城では単に江戸時代の美術品や武具などを見せる無粋な展示だけでなく、一般のため

のレストランも開業することにした。店長は長浜でひどいパワハラにあった宮島さんが料理

長となってお客様に琵琶湖料理の最高のものを提供するとした。    

 

 琵琶湖は 400 万年の歴史を有する世界でも有数の古い湖です。その悠久の歴史が琵琶湖

に 50 種類を超える固有種を含む 1,000 種類以上の多様な動植物を育んできました。   

このような多様で豊かな恵みのもと、琵琶湖ではニゴロブナ、ビワマス、セタシジミなど琵

琶湖固有種を主な漁獲対象として、琵琶湖漁業は発展し、これらの湖魚を利用した独自の食

文化が育まれてきました。とくに平成 10 年には、湖魚のなれずし、湖魚のつくだ煮、アメ

ノイオご飯は滋賀の無形民俗文化財に選択されています。その料理を紹介しましょう。 

以下の記載は滋賀県観光パンフレットやホームページの記述まとめたものです。 

 

3.1 コアユ料理 

 琵琶湖でとれるアユは、あまり大きくならないため、コアユと呼ばれています。コアユの

用途は、鮮魚として流通するもの以外に、河川放流用や養殖用種苗に用いられるものがあり
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ますが、通常、エリ漁やアユ沖すくい網漁業が最盛期を迎える初夏には小売店の店頭で見か

けることが多くなってきます。   

コアユは骨が柔らかいので、佃煮や天ぷら、南蛮漬けにすれば、小さなお子さんでも丸ごと

食べられ、手軽にミネラルがたっぷり取り入れられます。皆さんも下記を参考にコアユ料理

にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。   

 

 
 

3.2 ビワマス料理 

 ビワマスは、大きいものでは 60 センチメートルにも達するサクラマスやサツキマスに近

縁のサケの仲間に属する魚で、琵琶湖にしか生息しない琵琶湖固有種です。琵琶湖周辺の

河川で冬にふ化した稚魚は、初夏の頃に琵琶湖に降り、2.5 年～3.5 年を琵琶湖で成長し、

秋に生まれた河川に遡上して卵を産んで一生を終えるという、まさに琵琶湖を海に見立て

て、生活するビワサーモンとも言える魚です。 

 

 ビワマスは、刺身にすると鮮やかなサーモンピンクの身にトロにも負けない上質な脂が

のって口の中でとろける味わいが楽しめます。また味に癖がないので、塩焼き、煮付け、

ムニエル、炊き込みご飯にしても絶品です。 

 

 入手は不安定で県内でも南部の川魚専門店では見かけることは難しいですが、初夏には

湖北や湖西にある川魚専門店では、入手可能ですので、是非、ビワサーモンの味をご賞味

ください。 
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ビワマス料理 

 

3.3 セタシジミ料理 

 セタシジミは、琵琶湖固有の純淡水産のしじみです。全国的に多く流通するヤマトシジミ

に比較して、殻のふくらみが強く、肉厚なのが特徴です。とくに砂地にすむものは、貝殻の

色のバリエーションも豊かで美しい光沢をもっています。   

 ヤマトシジミが「土用シジミ」と呼ばれるように夏期にかけて旬を迎えるのに対し、セタ

シジミは冬がもっとも美味しくなり、「寒シジミ」と呼ばれます。   

 お味噌汁にして食べるのが一般的ですが、すまし汁、またはご飯に炊き込んだしじみご飯

にしても美味しくいただけます。大津市周辺にある縄文時代の貝塚からは、セタシジミも多

く出土しており、当時の人々にも好んで食べられていたことがうかがえます。  
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3.4 ホンモロコ料理 

 ホンモロコは、コイ科に属し、全長は 10 センチメートル程になる琵琶湖固有種です。 

春の産卵期には群れをなして接岸することから、かつてはホンモロコをねらった釣り人の

竿が湖岸に並ぶ風景は、琵琶湖の春の風物詩となっていました。しかし近年は、漁獲が減

少し、湖岸に竿が居並ぶ風景も失われてしまいました。淡泊な味で骨も柔らかいため、つ

くだ煮や天ぷら、南蛮漬けなど幅広い料理法で楽しんでいただけますが、旬である冬期に

漁獲されたものは、炭火の焼きたてをしょうが醤油にジュッと浸して食べる素焼きに並ぶ

ものありません。 

 

 

 

3.5 スジエビ料理 

 スジエビは、釣り人にはシラサエビと呼ばれ、琵琶湖だけでなく全国の川や湖で普通に

見られる小さな淡水エビです。   

 

 琵琶湖では春から秋にかけて浅場の水草帯などに生息している時期は、エビタツベとい

うカゴ漁具で、冬は深場へ移動するため、沖曳網という小型の底曳網で漁獲します。滋賀

県ではスジエビと大豆を合わせて炊くえび豆は、腰が曲がるまでマメに暮らせますように

との願いを込め、ハレの日に作られる湖国の郷土料理です。    

 

 ジエビは、釣り人にはシラサエビと呼ばれ、琵琶湖だけでなく全国の川や湖で普通に見

られる小さな淡水エビです。琵琶湖では春から秋にかけて浅場の水草帯などに生息してい
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る時期は、エビタツベというカゴ漁具で、冬は深場へ移動するため、沖曳網という小型の

底曳網で漁獲します。   

 

 滋賀県ではスジエビと大豆を合わせて炊くえび豆は、腰が曲がるまでマメに暮らせます

ようにとの願いを込め、ハレの日に作られる湖国の郷土料理です。   

 

 

 

こんなこと書いてるうちによだれが出てきました。  

これも琵琶湖の本丸会館のレストランの人気は上々となり、特にレイクホテルの元料理人

の料理はインターネットでも五つ星がつくようになった。そのため日本国内のみならず、

海外から数十万人の観光客が訪れ、彦根は大いに賑わったという。特に商工会。商店街は

この風況の中で本州ナンバーワンの税収の伸びを示したと言う。これも夫婦の地道な努力

のおかげと言えるのではないだろうか。わたくしもコンサルタントとして言えることは、

やはり夫婦が協力して事業をすることが大きな要となるのではないのではないだろうか。

滋賀県が世界に冠たる観光地になるのも間近いだろう。    

 

宮島さんも転職して“成功した”といえるのだろう。  
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彦根城本丸天守閣の全面の庭。 

琵琶湖の景色がすばらしい。 

この広場あたりに会館できるのだろうか。   


